令和４年９月１日
西予市商工会
会長 沖野 健三

商工会に 加入 し ま

せ ん か

令和４年

西予市商工会は地域唯一の経済団体として活動を行っています。

経営改善普及事業

推進強化月間

①商工会実態調査

西予市では、平成30年６月に当会からの要望を受ける形で「西

今の会員さんのニーズを把握し、より良いサービスを
する為会員事業所各位へアンケートを送付いたします。
回答のご協力をお願いいたします。

予市中小企業・小規模企業振興基本条例」が制定されました。
商工会は、会員さんも非会員さんも相談が無料です。では、商
工会のメリットは何なのか、よく聞かれます。

②講習会
ⅰ事業継続力強化計画セミナー （９月・10月頃開催予定）
ⅱ事業承継セミナー ９月21日(水)14:00～15:00

非会員の方も商工会はご利用いただけますが、会員数が少なく
なると商工会の意義が問われるようになり、組織自体の存在が
危ぶまれます。そうなると、無料で相談できる地域経済団体は

③一日金融公庫 ９月９日(金)10:00～17:00

皆様の近くに無くなってしまうのです。

(株)日本政策金融公庫の担当者による各種金融相談会を
開催いたします。

全国的にも様々な組織において、組織離れが進んでおります。
当会においても、高齢化と人口減少が急速に進む中、例外なく

④労務相談会 ９月15日(木)10:00～15:00

年々会員の確保に苦慮しております。会には、会員ならではの

社会保険労務士による、雇用保険、労働保険、
社会保険、年金、雇用調整助成金等の相談会を開催いたします。

メリットもあります。
どうか加入についてご検討をよろしくお願いいたします。

各支部でインボイス制度に関する講習
会を開催いたしました。
これからも定期的に講習会を開催した
いと計画しています。
10月から11月にかけて、個別のインボ
イス相談会も開催予定です。

補助金申請支援
資金調達
専門家派遣
創業支援
労働保険
販路開拓
税務支援
経営分析
共済
あらゆる分野でサポートいたします！

新入会員さんのご紹介
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代表者名

一休

松木 辰郎

西予市宇和町卯之町二丁目304

飲食業

坂本 清江

西予市宇和町卯之町三丁目141-3

飲食業

スナック
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ひより

ベル美容室
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小規模事業者持続化補助金<一般型>

令和４年７月８日理事会承認分
ご加入誠にありがとうございます！

事業所名
1

寿司

平井 加代美

谷口鮮魚

谷口 智春

住

所

業

種

西予市明浜町高山乙278-1

飲食業

受付締切

第９回受付締切：

西予市宇和町伊賀上1656-14

小売業

6

南予総合サービス(有)

織田 浩次

西予市宇和町明間1236-1

建設業

7

(有)アイ・ティ・シー

伊住 信弘

西予市宇和町皆田1501番地

卸売業

11月24日(木)・25日(金)

事業継続計画(BCP)策定の為「新規策定講
座」「点検見直し講座」の２パターン開催さ
れます。南予地域では宇和島市で9/30(金)、
11/1(火)、1/31(火)に開催が予定されてい
る他、松山地区、東予地区での開催も予定さ
れています。
詳しくはHP
「https://fj-t.co.jp/ehime-bcp/」

申込期日：令和４年10月14日(金)
野村支所

12月９日(金)（場所：乙亥会館）

健康診断助成金支給制度
■支給対象費用
令和４年１月１日～12月31日実施分
■助成金額
１人2,000円（事業所上限10,000円）
■助成金申請締め切り
令和５年１月31日

西予市商工会

令和４年９月２０日（火）
第10回受付締切：令和４年12月上旬
第11回受付締切：令和５年２月下旬
ご相談はお早めにお願いします。

会員福祉共済推進の実施

愛媛県簡易版

BCP事業継続計画策定等セミナー

西予市商工会本所

新たな顧客獲得のために
チラシを作りたい

上限５０万円（２／３補助）

森 美貴

人間ドックや市役所主催の健診費用は除く

店舗を改装して違う層の
お客さんに来てほしい

補助額等

(一社)森林回帰りもり

※商工会員であること。
※社会保険適用事業所であること。

店舗のバリアフリー化を
お客様用のトイレを
したい
洋式に造り替えたい
新たなサービスを提供したい

サービス業

西予市野村町野村12-493-2
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健康診断（健診車）実施予定日

実施計画

ＤＸ伴走支援アドバイザー無料派遣について
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション：
デジタル技術を活用してビジネスモデルを変
革し、競争上の優位性を確立すること）
何から始めるか分からない、データの取得や
活用方法が分からない方、まずはご相談くだ
さい。
詳しくはえひめ産業振興財団HP
「https://www.ehime-iinet.or.jp/it/9055」

会員事業者のリスクマネジメント支援のため、
10月～1月を共済推進強化期間とし、各支所
ごとに強化推進日を設定しております。
掛金月額2,000円コースの場合
会員の皆様
にとって有益 死亡共済金 交通事故 1,000万円
不慮の事故 800万円
な情報提供を
天災
400万円
させていただ 後遺障害 交通事故 1,000万～10万円
不慮の事故 800万～８万円
きますので、 共済金 天災
400万～４万円
交通事故
ご検討よろし
20・10・５万円
手術共済金 不慮の事故
くお願いいた
天災
10・５・2.5万円
交通事故
します。
日額8,000円
福祉共済
「けが」補償

入院共済金 不慮の事故
天災
交通事故
通院共済金 不慮の事故
天災
疾病入院見舞金
熱中症の補償
個人賠償責任保険金額

日額4,000円
日額3,000円
日額1,500円
５万円
天災と同額の補償
１事故２億円限度

商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展
や地域の発展のために総合的な活動を行う団体です。

〒797-0015
西予市宇和町卯之町三丁目297番地
TEL：0894-62-1240 FAX：0894-62-5800

野村支所72-0339
城川支所82-0208

三瓶支所33-0357
明浜支所64-0311
みかめ町

みかめ町

青年部・女性部

アップカントリーマルシェ

の

だより

日

む
ら

7/3雑巾がけレースZ-1グランプリ
inせいよマイナビオールスターゲーム
2022開催記念特別レース

7/1野村町商店街街路灯清掃
7/23土曜夜市出店
8/13納涼祭出店

6/3三瓶町港湾公園清掃
8/2風鈴飾り
8/7県道宇和三瓶線の清掃

場

（奥地のマルシェ）
時：令和４年10月２日(日)
10:00～15:00
所：西予市三瓶町潮彩館前

ハンドメイド雑貨やキッチンカー等、
約25店舗が出店予定！
イベント情報は順次SNSで
発表予定なので要check！

2022雑巾がけレース
Z-1グランプリinせいよ

み

日
場

う

程：令和４年10月30日(日)
所：宇和米博物館

申込期間：９月21日～10月21日

か

定員(合計150名)に達し次第申込終了。
7/19挨拶運動
8/7ＪＲ卯之町駅七夕飾り

Z-1公式ホームページより申込。
HP：http://z-1.impulse-seiyo.com/

め

わ

県・市町連携

せいよGoTo買い物キャンペーン商品券

販売価格

１セット

2,500円

１セット＝500円券８枚（4,000円分）

※各取扱店舗お１人様２セット（5,000円）まで購入可能
上記の購入は既にその店舗で購入済の方を除きます！

販
売
使用期間
販売場所

令和４年10月31日(月)まで
※商品券には９月30日(金)までと記載されていますが、そのまま10月31日まで使えます。

加盟している取扱店舗（取扱店舗は西予市商工会ホームページをご覧いただくか、
のぼり・ポスターのあるお店で購入できます）

購入した店舗でのみ使用可能です

国

事業再構築補助金

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を
通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築への企業の挑戦を支援。

補助対象者

・2020年４月以降の連続する６か月間のうち、任
意の３か月間の合計売上高がコロナ以前(2019年又は2020年１～３
月)の同３か月の合計売上高と比較して10％以上減少しており、
2020年10月以降の連続する６か月のうち任意の３か月の合計売上
高が、コロナ以前の同３か月の合計売上高と比較して５％以上減
少していること。
・事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体
となって事業再構築に取り組む中小企業等。
・補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0％(一部
5.0％)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％(一
部5.0％)以上増加の達成。

補助金額等

100万円～従業員数に応じて8,000万円
補助率２／３（6,000万円超は１／２）
(通常枠

受付締切
申請方法

中小企業者等の場合)

新型コロナウィルス感染症予防に伴う

市 西予市店舗リニューアル補助金
対象経費

市内に本社・本店を有する法人又は市内に店舗を有す
る個人事業主が、事業継続に必要な感染対策を目的として、衛生用
品や備品の購入、店舗改修の実施に要した経費の一部を補助。

衛生
用品

マスク、手指消毒液、フェイスシールド、ゴーグル、
使い捨て手袋、ペーパータオル、アクリル板、透明
ビニールシート、使い捨て容器など

備品

パーテーション、非接触型体温計、空気清浄機、
サーキュレーター、二酸化炭素濃度計など

店舗
改修

床誘導表示サインの設置、換気能力向上のための機
器の取り付け、ビニールカーテンの取り付け、トイ
レ及び手洗いの自動水洗化など

最大

給付額

１５万円（補助率３分の２）

令和４年４月１日以降に申請を行い、交付決定を受けた日
以降に発生、契約、支払いが完了したものが対象です。
申請は、一申請者につき１回限りです。

第７回公募締切：令和４年９月30日（金）

申請期間

残り１回公募予定です。

【お問合せ先】西予市経済振興課TEL：0894-62-６４０８

電子申請（ＧビズＩＤプライムアカウント※取得が必要）

【お問合せ先】コールセンターTEL：０５７０－０１２－０８８

令和５年２月28日（火）まで

事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度
【雇用調整助成金】の助成率及び上限額の引上げを行う「特例措置」
は令和４年９月末までとなっております。

